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Wound fixation for pressure ulcers: A
new therapeutic concept based on the
physical properties of wounds

Fumihiro Mizokamia, Yoshiko Takahashib,
Tetsuya Nemotoc, Yayoi Nagaid, Makiko
Tanakae, Atsushi Utanif, Katsunori Furutaa,
g, Zenzo Isogaih, ,

27.1.29 筆頭演者 海外医療学会論文

Acute Kidney Injury Induced by
Antimicrobial Agents in the Elderly:
Awareness and Mitigation Strategies

Fumihiro Mizokami, Tomohiro Mizuno 27.1 筆頭演者 海外医療学会論文

がん患者に対する保険調剤薬局との連携に
ついての検討

間瀬広樹、市川和幸、小林加奈、小林竜也、小
山一子、木ノ下智康、矢嶋隆宏、市野貴信、犬
飼直也、伊藤一弘

27.1 筆頭演者 国内医療学会論文

がん患者に対するお薬手帳を介した情報提
供によるチーム医療の実践とその有用性

間瀬広樹、小林竜也、小山一子、市川和幸、木
ノ下智康、矢嶋隆宏、市野貴信、犬飼直也、伊
藤一弘

27.3 筆頭演者 国内医療学会論文

患者のQOL向上と薬剤師の関わり
End Of Life Care Teamにおける薬剤師の関わ
り

久保川　直美（長寿医療セン）　横江　由理子
（長寿医療セン看護部）　西川　満則（長寿医療
セン緩和ケア診療部）

26.8 筆頭演者 国内医療雑誌

Front page
高齢者の終末期を支えるエンド・オブ・ライ
フケア

久保川　直美・伊藤　一弘（長寿医療セン）　横
江　由理子（長寿医療セン看護部）　西川　満則
（長寿医療セン緩和ケア診療部）

26.9 筆頭演者 国内医療雑誌

在宅医療連携は人人連携 木ノ下　智康(長寿医セン) 26.4.10 筆頭演者 その他

神経筋難病施設における薬剤管理指導及び薬
学的介入に関する実態調査

本郷　修也・三井　陽二・山谷　明正(医王病)
石田　奈津子(金沢医セン)
河合　眞弘(静岡てんかん・神経医セン)
二宮　春日(長良医セン)　青野　裕史(静岡富士
病)
細江　慎吾(天竜病)　平野　淳(東名古屋病)
花満　裕(三重病)　草川　昇(鈴鹿病)
座光寺 伸幸(富山病) 木ノ下 智康(長寿医セ

26.6.28 共同演者 国内の医療学会

認知症患者の安定した自宅療養を目指した薬薬
連携の実践～在宅支援薬剤師より～

木ノ下　智康・添田　美季　伊藤　一弘(長寿医セ
ン)
櫨　丈一郎(ドラッグストアーレモン薬局大府半月
店)
古田 勝経(長寿医セン在宅連携医療部)

26.9.28 筆頭演者 国内の医療学会

認知症患者の安定した自宅療養を目指した薬薬
連携の実践～在宅訪問薬剤師より～

櫨　丈一郎(ドラッグストアーレモン薬局大府半月
店)
木ノ下　智康・添田　美季・伊藤　一弘(長寿医セ
ン)

26.9.28 共同演者 国内の医療学会

認知症患者の安定した自宅療養を目指した薬薬
連携の実践～病棟薬剤師より～

添田　美季・木ノ下 智康・伊藤　一弘(長寿医セ
ン)
櫨　丈一郎(ドラッグストアーレモン薬局大府半月
店)

26.9.29 筆頭演者 国内の医療学会

在宅支援病棟専任薬剤師による地域在宅連携
への関わ

木ノ下　智康・久保川　直美・伊藤　一弘(長寿医
セン)
上地　小与里(愛知県薬剤師会 地域医療部会)
銘苅　尚子(長寿医セン地域連携診療部)
古田　勝経・三浦　久幸(長寿医セン在宅連携医療
部)

26.10.5 筆頭演者 国内の医療学会

地域ニーズに答える精神科薬剤師とは？
「認知症患者の薬物療法支援における地域連
携」

木ノ下　智康(長寿医セン) 26.10.10 筆頭演者 国内の医療学会

褥瘡治療に関わる薬剤師の現状調査
宮川 哲也(上越地域医療センター病院 薬剤科),
溝神 文博(長寿医セン), 古田 勝経(長寿医セ
ン)

26.8.29 共同演者 国内の医療学会

薬剤師が行う褥瘡薬剤研修会の参加者に及
ぼす効果

生島 繁樹(天理よろづ相談所病院 薬剤部), 友
金 幹視, 上田 睦明, 中塚 英太郎, 溝神 文博
(長寿医セン), 古田 勝経(長寿医セン)

26.8.29 共同演者 国内の医療学会

医療，69(1)，34-37（2015）

日本薬剤師会雑誌，67(3)，17-19
（2015）

発表した会等の名称又は書籍雑誌名
（書籍雑誌の場合は発行所名を併記）

月刊薬事，Vol56，No.10，2014.9

医薬ジャーナル，Vol50，No.8，149-
154，2014

第16回日本褥瘡学会学術集会

薬事新報　第2832号

第16回日本褥瘡学会学術集会

Drugs & Aging, 32(1), 1-12
(2015)

第24回日本医療薬学会年会

第25回日本医療薬学会年会

第8回日本緩和医療薬学会年会

第3回日本精神科医学会学術大会

Journal of Tissue Viability, in
press (2015)

医療薬学フォーラム2014

第24回日本医療薬学会年会



褥瘡と感染症 高齢者褥瘡と感染症 溝神 文博(長寿セン) 26.8.29 共同演者 国内の医療学会

高齢者褥瘡に合併した壊死性軟部組織感染
症についての検討

溝神 文博(長寿セン), 古田 勝経(長寿セン),
磯貝 善蔵(長寿セン皮膚科)

26.6.14 筆頭演者 国内の医療学会

薬剤師の視点による創観察のポイント 溝神 文博(長寿セン) 27.2.20 筆頭演者 国内の医療学会

認知症薬の製剤学的な特徴と剤形選択のポイ
ント-もの忘れセンターにおける薬剤師外来の
経験を踏まえて-

木ノ下　智康(長寿医セン) 26.5.16 筆頭演者 その他

もの忘れセンター薬剤師外来における服薬ア
ドヒアランス向上に向けた情報提供のあり方

　添田　美季(長寿医セン) 26.12.14 筆頭演者 その他

リバスタッチ貼付剤による皮膚症状に影響する
因子の検討

添田　美季・木ノ下 智康・伊藤　一弘(長寿医セ
ン)
櫻井　孝(長寿医センもの忘れセンター)

26.11.30 筆頭演者 国内の医療学会

エンド・オブ・ライフケアにおける薬剤師の
役割

久保川　直美（長寿医療セン） 26.7.27 筆頭演者 その他

非がん・高齢者疾患も対象に加えた緩和ケア
チームの試み～End Of Life Care Teamにおけ
る薬剤師の役割～

久保川　直美（長寿医療セン）　高梨　早苗（長
寿医療セン看護部）　横江　由理子（いきいき在
宅クリニック）　西川　満則（長寿医療セン緩和
ケア診療部）

26.9.28 筆頭演者 国内の医療学会

エンドオブライフケアにおける薬剤師の関わ
り～非がん疾患患者を中心に～

久保川　直美（長寿医療セン）　高梨　早苗（長
寿医療セン看護部）　横江　由理子（いきいき在
宅クリニック）　西川　満則（長寿医療セン緩和
ケア診療部）

26.10.3 筆頭演者 国内の医療学会

国立長寿医療研究センター
エンド・オブ・ライフケアチームの役割

久保川　直美（長寿医療セン）　横江　由理子
（いきいき在宅クリニック）　西川　満則（長寿
医療セン緩和ケア診療部）

26.10.14 筆頭演者 その他

非がん高齢者疾患も対象に加えた緩和ケア
チーム～エンド・オブ・ライフケアチームの
役割～

久保川　直美（長寿医療セン） 27.1.26 筆頭演者
国立病院薬剤師会・地域薬剤師会での
会員報告

非がん高齢者疾患の緩和ケア
久保川　直美（長寿医療セン）　高梨　早苗（長
寿医療セン看護部）　西川　満則（長寿医療セン
緩和ケア診療部）

27.2.10 筆頭演者 その他

高齢者における胃がん手術後手術部位感染症
予防のための抗生剤の検討

深見　和宏・間瀬　広樹・溝神　文博・木ノ下
智康・伊藤一弘（長寿医療セン）
藤崎　浩太郎　（長寿医療セン看護部）
北川　雄一・深田　伸二（長寿医療セン外科）

26.9.28 筆頭演者 国内の医療学会

院外処方における疑義照会の傾向調査 三好 貴也、深見 和宏、溝神 文博、木ノ下 智
康、間瀬 広樹、伊藤 一弘（長寿医療セン）

26.11.14 筆頭演者
国立病院薬剤師会・地域薬剤師会での
会員報告

緩和医療における患者ニーズに 合わせた薬
剤選択

間瀬広樹 26.5.15 筆頭演者 その他

良性耳下腺腫瘍からの出血などにモーズ軟
膏を使用した１症例

間瀬広樹、久保川直美、杉浦彩子、伊藤一弘 26.10.5 筆頭演者 国内の医療学会

第24回日本医療薬学会年会

第68回国立病院総合医学会

第５回大府東海緩和医療研究会

第8回日本緩和医療薬学会

第24回日本医療薬学会

第8回緩和医療薬学会

大府市居宅介護支援事業所連絡協議会
研修会

第153回愛知県病院薬剤師会知多支部
研修会

第13回緩和医療講演会

北海道薬薬連携シンポジウム2014

第33回日本認知症学会学術集会

平成26年度療養病床委員会セミナー

第16回日本褥瘡学会学術集会

第56回日本老年医学会学術集会

第1回外用療法研究会

AD治療ミーティング in Tokai


